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2017-2018 年度 RI テーマ

11 月 RI 月間テーマ「ロータリー財団」
第 3070 回例会/No.20 2017 年 11 月 21 日
◆例会プログラム

補地として同国を誘致しているそうです。ご縁のある両国が
岩手を訪れてくれることになりそうです。
皆さんはラグビ―ワールドカップの開催が 4 年に 1 回であ
ることは御存知かと思いますが、まだまだ認知されていない
点があります。特徴的なのは、やはり長期間において行われ
1. 開会点鐘
る大会であることです。大会は 9/20～11/2 まで 7 週間にわ
2. ロータリーソング斉唱
たって行われます。ちなみに、サッカーワールドカップは 1
3. 会長の時間
カ月、オリンピックは 17 日間で行われ、ラグビーは三大大
4. 慶祝
会の中でも最も長い期間にわたり行われる大会であります。
5. 会員卓話 担当 高橋 克典 君
ただ、観客数を比較しますとオリンピックは 800 万人、サ
6. 幹事および委員会報告
ッカーワールドカップは約 350 万人、ラグビ―ワールドカッ
7. 出席報告
プは 250 万人（前回大会）となります。ラクビ―はスクラム
8. ニコニコボックス
を組んだり、タックルをしたり、毎日試合が出来ない競技で
9. 閉会点鐘
あります。そこで試合は 1 週間おき、4～5 日間おきに開催
◆幹事報告
されるので、この試合間隔が開催地にとても大きい影響をも
・ハイライトよねやま voi.212［(公財)ロータリー米山記念奨学会］
たらします。試合を見るために国内外からたくさんの方が岩
・暴力団追放啓発活動の実施について(依頼)
手を訪れます。試合を見てすぐ帰ることはなく、次の試合ま
「花巻防犯協会 会長 花巻市長 上田 東一」
で観光、食を楽しんだりします。たまたま、開幕(2019 年 9
・11/26(日)平成 29 年度花巻チーム卒団式ご案内
月 21 日)の次の日に札幌でオーストラリアとフィジーが対戦
［リトルシニア東北連盟 岩手県支部 花巻チーム 会長 笹木 賢治」
します。オーストラリア協会の方のお話しでは次の試合開催
地が東京ですが、札幌から東京に直行するのではなく、是非、
◆第 3069（11/14）例会の概要
東北、岩手にもお邪魔し、文化を学び子供達とも交流したい
との申し出がありました。釜石が開催地となりますが、釜石
会長の時間「17 回/48 回」 立花 徳久 君
こんにちは。今日は盛りだくさんのプロ だけでは宿泊を含めてカバーできない点が多々あります。花
グラムが予定されており、会長の時間は 2 巻とは宿泊、観光、食事等においての連携が必要となり、両
分で終わらせて頂きます。ご了解願いま 市にとって多くの可能性を秘めております。
現在、釜石シーウェイブスはサッカーのＪ2 にあたるトッ
す。本日は米山奨学生のコウ・シヘイさ
ん、ゲストスピーチとして大船渡西ＲＣ プチャレンジリーグに所属しております。2019 年のラグビ
副会長の髙木久子さん、釜石シーウェイ ―ワールドカップが開催される年にはトップリーグに名を
ブスゼネラルマネージャーの桜庭吉彦さん、以上 3 名にお越 連ねるべく、今後ともチームの強化を図って参りたいと思っ
し頂いております。先月、桜庭さんとは盛岡の夜を一緒に満 ております。そして、釜石市民だけではなく岩手県民の方々
喫した仲でございます。桜庭さんには「釜石シーウェイブス にもよりラグビ―へ関心を持って頂き、その事がひいては
を今後とも育成するうえで、是非とも皆さんにご協力を頂き 2019 年ラグビ―ワールドカップ成功に繋がっていくのでは
たい」ということで、ご挨拶を兼ね本日出席頂いております。 ないかなと考えております。
やはり、強くなるためには活動財源が必要となります。と
最後にひとつだけお話させて下さい。先週の土曜日、桑田
佳祐のコンサートを聞きに東京ドームまで行って参りまし いうことで、いろんな所にお邪魔してご協賛をお願いしてい
た。今年の当ＲＣのクリスマスパーティーはＪＡＺＺトリオ るところであり、本日は花巻ＲＣさんにお邪魔しお話しをさ
をベースに大人のしっとりとした雰囲気で楽しもうと考え せて頂いているところであります。お手元に資料を配布させ
ておりましたが、桑田佳祐のコンサートを体験し、やっぱり て頂きましたが、いろいろとカテゴリーがある中でご協力が
弾ける・楽しめるクリスマスパーティーにしたいなと思いま 出来る範囲で協賛可能な会社様がございましたら、ご連絡頂
した。浅沼君、企画、準備を宜しくお願い致します。それで ければ幸いです。今、釜石では新スタジアムの建設を津波の
被害がありました鵜住居地区に進めております。場所は鵜住
は、これで会長の時間を終わらせていただきます。
居小学校、釜石南中学校があった所で、震災時に上級生が下
級生の手を引いて高台に避難し一人の犠牲者も出さなかっ
◆ゲストスピーチ 釜石シーウェイブス
たエリアです。まだ、市民の中には仮設住宅で生活している
ゼネラルマネージャー 桜庭 吉彦 様
方おりますが、必ず大会を成功させ自信をもって未来に繋げ
みなさんこんにちは。釜石シーウェイブ て参りたいと思います。是非ともご協力を頂ければありがた
スでＧＭをしております桜庭と申します。 いと思います。今日は貴重な時間をありがとうございました。

■

■米山奨学金贈呈
本日は立花会長のご厚意で例会の貴重な 慶 祝
米山奨学生
時間を頂き、大変ありがとうございます。 ◇在籍表彰
藤田 勝敏君(1 年)
コウ・シヘイさん
今日は 2 年後に迫ったラクビ―ワールド
カップのお話しと、それに向けた釜石シ
ーウェイブスの取組についてお話しさせて頂きたいと思い
ます。先日、ラグビ―ワールドカップ 2019 の日程発表があ
りました。釜石では 9 月 25 日にフィジー対アメリカ第 2 代
表（カナダ？）の対戦が決定しました。岩手県職員の方から
お聞きしたところ、2011 年の東日本大震災の際にはフィジ
ーからたくさんの支援物資を頂いたご縁があるそうです。ま
た、カナダのビクトリア市と盛岡市は友好都市の関係にあり、 ◇結婚記念日
橋川秀治君/史子さん(2 日)、吉田 和洋君/優子さん(4 日)
盛岡市は 2020 年東京オリンピックの 7 人制ラクビ―合宿候

◆ゲストスピーチ 大船渡西ロータリークラブ
副会長 髙木 久子 君

■ゲストスピーチ
ゲスト紹介 ロータリー財団委員長
佐藤 良介君
釜石シーウェブス
みなさんこんにちは。ロータリー財団委
ゼネラルマネージャー
桜庭 吉彦 様
員長の佐藤です。今月はロータリー財団月

◆出席報告
33 人中 16 人出席
出席率 55.1％ 前回修正 65.5％
◇メーキャップ
11/11(土)花巻市民憲章運動推進大会

三田

望

君

間です。～中略(ポリオ撲滅運動)～
■ニコニコ
Box
出
本日はゲストとして大船渡西ＲＣ副会長
＜立花 徳久 君＞本日は髙木久子大船渡西ＲＣ副会長様、米山奨学
の髙木久子様をお迎えいたしました。髙木 生のコウ・シヘイさん、シーウェイブスＧＭの桜庭吉彦様、花巻Ｒ
様は大船渡の盛町で「くすりのタカギ」と
Ｃにようこそ。釜石シーウェイブスガンバレ
いう薬局店を経営されている方でございま
＜阿部 一郎 君＞大船渡西 RC 髙木副会長様、ゲストスピーチ大変
す。今年の 1 月末から 2 月にかけてインドでポリオワクチン 参考になり、ありがとうございました。益々のご活躍をお祈り申し
投与活動に参加されたということでございます。今日は貴重
上げます。釜石シーウェイブスＧＭ桜庭さんにはワールドカップに
な体験をお話し頂けるのではないかと思っております。テー
向かって益々の頑張りを期待しております。更に多くのサポーター
マは「かわいい瞳をポリオから守るための 5 泊 6 日の旅」で の獲得を祈念いたします。
ございます。是非、皆様ご清聴願います。
望 君＞髙木久子さん、貴重な体験談ありがとうございま
■ゲスト紹介 大船渡西ロータリークラブ 高木 久子君 ＜三田
した。ポリオの撲滅はまだまだ先になりそうなことを始めて知りま
みなさんこんにちは。2016 年 3 月 5 日、 した。協力させて戴きます。
大船渡ＲＣ、陸前高田ＲＣ、大船渡西ＲＣ
＜鹿討 康弘 君＞大船渡西ＲＣ副会長髙木様、釜石シーウェイブ
の 3ＲＣでＩＭが行われました。講師とし
スＧＭ桜庭様、米山奨学生コウ・シヘイさん、ようこそお越しいた
て弘前アップルロードＲＣの小児科医師関 だきました。昨夜は客先の市況説明会で東京出張、夜はいつもの新
場先生にお越し頂き、14 年間継続している
橋の小料理屋さんでした。今週は水曜日から金曜まで東京ビックサ
ポリオ投与活動についてお話がありました。
イトで展示会ですが、例会皆勤賞が掛かっておりますので、先程、
私は講演のパワーポイントを見て物凄く感動し、関場先生と 戻ってきました。また明日から東京行ってきます。
名刺交換をした際「私も医療人の一人として先生のお手伝い
＜髙橋 豊 君＞岩手県農業機械商業協同組合創立 60 周年記念式
がしたいです」と伝えました。先生から「いいですよ、是非、
典が先週水沢で開催されました。理事長として務めを果たし、ほっ
どうぞ、日程が決まりましたらお知らせします」とのお話が としております。50 周年当時も理事長でしたが、農業及び機会の
あり、2017 年 1 月 27 日から 2 月 1 日の 5 泊 6 日でポリオ
変化は大きな物があります。多くの皆様に感謝の気持ちで一杯です。
投与活動に参加してきました。関場先生の他、会津若松ＲＣ
＜佐藤 良介 君＞髙木久子様には、ポリオ撲滅運動のポリオワク
のガバナー他、4 名の方が参加しました。
チン投与活動について貴重な体験をお話いただきましてありがと
～活動内容は中略、写真を参照～
うございました。7 月末で 8 件の発症が確認されたそうです。一日
「参加メンバー」
「結団式」
「子供達へのお土産」

・参加メンバ―写真真ん中の方が関場先生です。
・段ボールは子供達へのお土産です。
・結団式が開催されました。
「宣伝パレード」 「ブースでの投与」 「個別訪問投与」

出発した当日はインドまで 8 時間位かかり、ホテルへ直行
し休息しました。2 日目からワクチン投与活動宣伝のため、
現地のパブリックスクールの子供達とデリ―の町の中を皆
でパレードしました。
・日本の公民館に似た施設（ブース対応）でワクチン投与を
行ないました。最初は子供達が来なくて心配しましたが、
10 分位経つと、お兄さん、お姉さんに手を引かれ多くの
子供達がワクチン投与に訪れました。
・個別訪問では戸籍に登録されていない生まれたばかりの子
供もおり、現地に行ってみるとポリオ撲滅は遠いなと感じ
てまいりました。100 人分の生ワクチンは 15 前後で底を
つき、それでも投与を訴える子供の姿を見て涙があふれて
きました。
ロータリーとして、ポリオ撲滅活動が今後とも必要である
ことを感じてまいりました。近々に 2018 年のポリオ投与活
動の日程が発表されます。花巻ＲＣの皆さんも、是非、私と
一緒にポリオ投与活動に参加しませんか。本日は、ご清聴、
ありがとうございました。

も早く世界からポリオが撲滅されることを願わずにはいられませ
ん。髙木様の今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。
＜吉田 和洋 君＞先週は市 PTA 連合会研修会で、花中より推薦い
ただき表彰していただきました。本日夜は 3 校合同の祝賀会です。
今までかかわっていただいた皆様に感謝です。又、今週土曜日は花
巻幼稚園の 90 周年に 80 周年の PTA 会長としてご案内いただきま
した。あれからもう 10 年か！結婚祝ケーキありがとうございまし
た。こちらは 26 年になります。
〈橋川 秀治 君＞11 月 2 日は結婚 21 周年、ホテル花城のケーキ
で祝い、山形に小旅行に行って、2 人で太って帰って来ました。
＜谷村 仁 君＞大船渡西 RC 副会長髙木久子さん、釜石シーウェイ
ブス RFC 桜庭吉彦さん、ようこそ花巻へお越しいただきありがと
うございます。以前、皆様に特殊詐欺防止の啓発年賀はがきの協賛
をお願いしましたが、現在 90 口となり、残りが 60 口となってお
ります。是非協賛をお願いします。協賛いただけるかたは、直接私
まで連絡をお願いします。
〈藤田 勝敏 君＞あわただしい 1 年でしたが、何とか乗り越える
ことが出来ました。皆様には感謝します。クラブ会報委員長の任も、
やっと 4 カ月が経過しました。先は長いです。頑張ります。

◇第 3069 回例会のメニュー

『県産鶏肉のソテー茸添えバター醤油ソース』

◆今後のプログラム
11/28(火) 会員卓話 担当 佐々木 史昭 君「ベルンドルフ報告」
12/5(火) 慶祝者スピーチ 米山奨学金贈呈
12/12(火)
クラブ総会 次年度役員選出
◆今後のプログラム案
12/19(火)

担当会長 エレクト 三田 望 君
Xmas 家族合同夜例会グランシェール花巻にて

クラブ会報委員会
委員長：藤田 勝敏（今回担当） 副委員長:横田 裕之
ＡＤ：橋川 秀治、 鹿討 康弘

